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第２章  各地域における実施結果 

 
２－１．千葉県 

１．事業計画 

（1）現状 

ア．地域における若者の現状 

・ 近年の急激な社会構造の変化に伴い、青少年の抱える問題もより複雑化、多様化してい

る一方、現代は、「無縁社会」などと言われているように、家庭や地域の絆が弱まってきて

おり、困難を抱える若者に対して、家族や地域社会からの支援に多くを期待できない場合

が多くなっている。県として、行政の各機関、さらに NPO 法人といった地域の民間団体

と協働して支援を行っていく必要性が高まっていると考えられる。 

【不登校】 

・ 平成 21年度の県内の公立小・中学校における不登校生徒の全児童に対する割合は小学校

で 0.26％、中学校で 2.77％である。不登校児童数は、前年度と比較して、小学生は 41名

の増加、中学生では 93名の減少で、前年度より 52名の減少となったものの、依然として

5,000名を超える状況となっている。 

・ 不登校となったきっかけは、極度の不安や緊張、無気力等でほかに特に直接のきっかけ

となるような事柄が見当たらない場合が 40％程度と最も多かったが、小学生では、親子関

係をめぐる問題が 12.9％、中学生では、いじめを除く友人関係をめぐる問題が 14.9％など

となっている。 

【犯罪・非行】 

・ 平成 21年に県内において刑法犯犯罪で検挙された少年の人数は、4,489名で 5年連続の

減少となっている。しかしながら、少年の検挙数は、刑法犯全体の 29.4％を占めており、

県の人口のうち少年が占める割合が 13.1％であることから、ほかの年齢層に比較すると、

犯罪の発生率が高いということが言える。 

・ 平成 21 年度に県内において不良行為で補導された少年は、37,639 名で、その理由とし

ては「喫煙」と「深夜徘徊」で全体の 89.3％を占めている。補導されたのは、高校生が全

体の 42.2％で最も多く、中学生が 16.1％、無職少年が 23.0％となっている。 

【雇用環境】 

・ 平成 22年３月の県内の大学新卒者等の内定状況は、千葉労働局の調査によると、大学（大

学院）で 82.2％、短期大学で 88.8％、専修学校（高専）で 86.5％となっており、平成 21

年 3月の同調査結果と比較して、全体で 7.1％の大幅な落ち込みとなっている。平成 22年

4月 1日時点で、大学（大学院）で 2,580名、短期大学で 167名、専修学校で 573名の合

計で 3,320名が就職に至らないままの状況となっている。 

 

イ．現在の支援の状況 
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【連携の現状】 

・ 千葉県では、「子どもと親のサポートセンター」「児童相談所」「地域若者サポートステー

ション」「千葉県警察少年センター」といった相談・支援機関を中心として子ども・若者の

支援を行っている。また、関係機関同士が連携した支援を実施するため、若者の就業など

の自立支援を目的とした「千葉県若者自立支援ネットワーク協議会」、被虐待児など保護を

要する児童への支援を目的とした、法律に基づく「千葉県要保護児童対策協議会」、青少年

関係の公的相談機関の連携を目的とした「千葉県青少年相談業務連絡協議会」といった協

議会が設置されている。 

【不登校】 

・ 不登校児童生徒に対しては、心の悩みの解決や相談に応じられる対策づくり、人間関係

構築能力の育成、学校への適応指導などが重要であると考えている。千葉県では、全公立

中学校と県立高校 67校にスクールカウンセラーを配置しているほか、スクールアドバイザ

ー、スクールソーシャルワーカーを県内の各教育事務所に配置している。また、不登校児

童生徒の家庭訪問を中心に活動する訪問相談担当教員を県内に 11 名配置、１小学校 107

中学校に校内不登校児童生徒支援教室を設置するなどといった支援を実施している。 

【非行・更正支援】 

・ 千葉県内では 19市が青少年補導センターを設置しており、千葉県青少年補導センター連

絡協議会を組織して、情報交換・意見交換を通じた連携も図りながら、それぞれ青少年の

健全育成・非行防止などを目的に活動している。また、県警の相談機関として県内６か所

に「少年センター」が設置されており、電話相談（ヤング・テレホン）、面接相談などを行

っている。 

【問題点】 

・ 現状では、18歳以上の若者に対する支援は、県内の地域若者サポートステーションで行

っている就業支援など一部に限られており、年齢によっては支援の網から漏れている若者

が多く存在している。そういった若者に対して、どのような支援が必要か検討していく必

要がある。 

 

ウ．協議会設置に向けた準備状況 

・ 設置時期：  平成 23年度中に設立予定 

・ 主たる支援対象となる子ども・若者像：不登校やひきこもり、ニートといった多様な支

援を必要とする若者 

・ 設置主体：単独設置 

・ 協議会の名称：（仮称）千葉県子ども・若者支援地域協議会 

・ 構成機関：（設立準備会時点） 
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図表 3 協議会の構成機関（予定） 

 教育 福祉 保健・医療
矯正・更生

保護 
雇用 

総合相談等

その他 

機関 

（教育庁） 
企画管理部

教育政策課 
教育振興部 
生涯学習課 
教育振興部 
指導課など 

健康福祉部

児童家庭課

など 

健康福祉部 
障害福祉課 
など 

警察本部 
生活安全部 
少年課など 

商工労働部

雇用労働課

など 

環境生活部

県民生活課 

個人 － － － － － － 

 

・ 運営方法：未定 

・ 既存組織との役割分担：既存の支援機関や支援のネットワークで対象となっていない問

題、支援の網からもれてしまっているような問題について、総合的に扱う協議会とする。 

・ 調整機関とその役割: 千葉県環境生活部 県民生活課 （協議会の運営等）   

・ 指定支援機関とその役割：指定支援機関の指定については未定 

・ 子ども・若者総合相談センターとその役割：総合相談センターの設置については未定 

 
 
（２）協議会設置に向けた課題 

【制度設計についての課題】 

県の協議会と市町村の協議会との関係をどうするか。また、県の協議会として、具体的

な支援をどのように行っていけるのか。政策効果の積算が難しく、設置についての合意形

成が難しい。 

【支援の実施における課題】 

対象とする地域が広いため、実際の支援については主に市町村の協議会が実施すること

が適切であると思われるが、その場合に、県の協議会はどのような役割を果たすことがで

きるか明確でない。 

【支援員の育成（支援員の育成、知識を学ぶ研修等の機会の提供等の課題）】 

総合的にコーディネートできるような支援員を育成できる仕組みがない。支援員の活用

方法が明確になっていない。 

 

（３）本年度における達成目標 

子ども・若者支援地域協議会の設置について庁内の合意を得て、平成 23年度中の設置を目

指すとともに、協議会の構成メンバーや協議会の在り方について決定する。また、横断的、

基礎的な知識を身に付けた支援員を市町村の各相談機関を含めて育成し、県内各市町村にお

ける協議会設置につなげる。 
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（４）本年度モデル事業の実行計画 

ア．本年度モデル事業にて特に注力する点 

市町村を含め、県内での子ども・若者支援に対しての体制整備を推進する。 

 

イ．地方企画委員会 

県関連部局により、子ども・若者支援地域協議会設立に向けての方針確認、構成メンバー

や内容についての検討、子ども・若者総合相談センターの設立を含めた支援の在り方につい

て検討を行う。年２回の開催を予定。 

 

ウ．ユースアドバイザー定例会議 

11 月～３月までの間で６回を目途に、県内各相談機関に勤務する相談員及び県内の NPO

等の各民間団体の職員により、子ども・若者支援についての事例研究を実施する。 

 

エ．ユースアドバイザー養成講習会 

11月から１月の間の４日間、県内各相談機関の相談員、県内市町村の青少年行政主管課職

員及び市町村支援機関の相談員、県内 NPO の職員などを対象として実施する。子ども・若

者の問題について、幅広い知識を持った相談員、職員の育成を目的とする。 

 

２．実施事項 

（１）地方企画委員会 

千葉県では年 2回の地方企画委員会を開催した。県の関連部局職員を委員とし、子ども・

若者支援地域協議会設立に向けての方針確認、構成メンバーや内容についての検討、子ども・

若者総合相談センターの設立を含めた支援の在り方について検討を実施した。 

 

図表 4 千葉県における地方企画委員会実施内容 

回 日程 議題 議論結果・決定事項 

１ 10／7 

1.子ども・若者育成支援推進法に
ついて 
2.子ども・若者支援地域協議会体
制整備モデル事業の実施について

3.他地域での子ども・若者支援地
域協議会の設置状況について 

・子ども・若者支援推進法の概要や

その目的について再度確認。ほかの

自治体の現在の状況などについて

も説明。子ども・若者支援地域協議

会を設置し、子ども・若者支援を推

進することの必要性等について、認

識を共有した。 

２ 12／22 

1．千葉県における子ども・若者支
援地域協議会ついて 
2．千葉県における子ども・若者支
援の在り方ついて 

・事務局で検討した子ども・若者支

援地域地域協議会（案）について説

明。大枠について合意いただいた。

後日、正式に意見照会を実施して各

課としての意見をもらうこととし

た。 
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（２）ユースアドバイザー定例会議 

千葉県では合計６回のユースアドバイザー定例会議を開催した。第1回から第4回までは、

ユースアドバイザー講習会に引き続き行い、5 回と 6 回についてはユースアドバイザー定例

会議単独で実施した。 

 

図表 5 千葉県における定例会議実施内容 

回 日程 議題 議論結果・決定事項 

１ 11／２ 
1. 自己紹介及び各支援機関業務紹
介 

・各支援機関の業務の共有 

２ 11／18 
1. 事例研究①（県機関の事例から）
※ちば地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝの事例

・就職支援に関するケースを検討

し、同分野の支援の進め方について

の認識を共有した 

３ １／17 
1. 事例研究②（県機関の事例から）
※子どもと親のサポートセンター

の事例 

・進学問題に関するケースを検討

し、同分野の支援の進め方について

の認識を共有した 

４ １／31 
1. 事例研究③（県機関の事例から）
※市川児童相談所の事例 

・児童虐待に関連するケースを検討

し、同分野の支援の進め方について

の認識を共有した 

５ ２／９ 
1. 事例研究④（民間支援機関の事
例から）※非行少年を支援している

団体の事例 

・非行少年の支援に関するケースを

検討し、同分野の支援の進め方につ

いての認識を共有した 

６ ２／25 
1. 事例研究⑤（県機関の事例から）
※県立高校の事例 

・学校における就業支援に関するケ

ースを検討し、同分野の支援の進め

方についての認識を共有した 
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（３）ユースアドバイザー養成講習会 

11月から 1月の 4日間、県内各相談機関の相談員・県内各市町村の職員及び相談機関の相

談員、県内 NPO の職員などを対象とし、子ども・若者の問題について、幅広い知識を持っ

た相談員、職員の育成を目的として実施した。 

 

図表  6 千葉県ユースアドバイザー養成講習会実施事項 

回 日程 講習内容 手法 時間 講師 

１ 11／２ 

1．若者をめぐる状況と
自立支援の現状 

講義 120分 放送大学教養学部 
教授 宮本 みち子 

2．就労問題についての
県の現状と県の施策に

ついて 

講義 30分 千葉県商工労働部雇用労働課 
副主幹 大澤 次郎 

3．若者の労働問題と就
労支援について 

講義 90分 （独）労働政策研究・研修機構

人材育成部門  
統括研究員 小杉 礼子 

２ 11／18 

1．不登校問題について
の県内の現状と対策 

講義 30分 千葉県教育庁教育振興部指導

課 指導主事 静間 慎一 
2．不登校問題の現状に
ついて 

講義 90分 さくら教育研究 
所長 小澤 美代子 

3．千葉県の少年非行の
概況について 

講義 30分 千葉県警察本部 生活安全部

少年課 調査官兼課長補佐

中清水 裕良 
4．薬物依存からの回復
と援助 

講義 90分 千葉ダルク 
施設長 白川 雄一郎 

３ １／17 

1．若者のメンタルヘル
ス問題に関する件の現

状と施策 

講義 30分 千葉県健康福祉部障害福祉課

副主幹 稲富 利之 

2．ひきこもり問題につ
いて 

講義 90分 国立国際医療研究センター 
国府台病院精神課部門 
診療部長 齊藤 万比古 

3．県内の要保護児童対
策地域協議会設置の現

状と県の児童福祉施策

について 

講義 30分 千葉県健康福祉部児童家庭課

副主幹 松野 真 
 

4．児童福祉・要保護児
童対策協議会の現状に

ついて 

講義 90分 子どもの虹情報研修センター 
研究部長 川﨑 二三彦 

４ １／31 

1．SST（Social Skills 
Training=生活技能訓
練）、アウトリーチ（訪

問支援）といった支援手

法について学ぶ 

講義・

演習 
180分 NPO法人「育て上げ」ネット

地域担当部長 井村 良英 
若者自立支援センター 
埼玉センター長 工藤 彰子 

2．まとめ「地域におけ
る支援体制の充実に向

けて」 

講義 80分 内閣府政策統括官（共生社会政

策担当）付 参事官（青少年支

援担当）付 
参事官補佐 鈴木 和則 
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（４）参加主体（※１～３それぞれの参加主体一覧） 

 

図表 7 千葉県における参加主体一覧 

  教育 福祉 保健・医療 矯正・更生保護 警察 雇用 その他 
地方企

画委員

会 

機関 

・（教）企

画管理部

教育政策

課 
・（教）教

育振興部

指導課 
・（教）教

育振興部

生涯学習

課 

・健康福祉

部健康福祉

指導課 
・健康福祉

部児童家庭

課 

・健康福祉

部 障害福

祉課 

・ ・県警 生

活安全部少

年課 

・商工労働

部雇用労働

課 

・環境生活

部県民生活

課 

個人 － － － － － － － 

定例会

議 

機関 

・子ども・

と親のサ

ポートセ

ンター 
・県立生浜

高等学校 

・健康福祉

部児童家庭

課 
・児童相談

所 

・千葉県精

神保健福祉

センター 

・ ・ ・商工労働

部雇用労働

課 
・ちば地域

若者ｻﾎﾟｰﾄｽ

ﾃｰｼｮﾝ 

･環境生活

部県民生活

課 
・KHJ千葉
県 な の 花

会・セカン

ド ス ペ ー

ス・ﾆｭｰｽﾀｰ

ﾄ事務局・ﾕ

ｰｽ･ｻﾎﾟｰﾄ・

ｾ ﾝ ﾀ ｰ 友懇

塾・ﾈﾓちば

不登校・ひ

きこもりﾈｯ

ﾄﾜｰｸ・ﾜｰｶｰ

ｽﾞｺｰﾌﾟ 
個人 － － － － － － － 

養成講

習会 機関 
地方企画委員会・定例会議の参加機関を始めとして、市町村の青少年行政主管課職員、市町村青

少年センター等の相談職員・家庭裁判所職員等に幅広く参加していただいた。 

個人 － － － － － － － 

 

３．成果 

（１）協議会設置に向けた検討・準備における成果 

 

・ 県機関（教育部門・福祉部門・警察の担当課等）により地方企画委員会を開催し、関係

各課で個別に実施している子ども・若者関係の事業について把握するとともに、千葉県と

しての子ども・若者に対する支援の方向性などについて議論し、問題意識を共有すること

ができた。また、県機関の職員もユースアドバイザー養成講習会や定例会議に参加したこ
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とにより、子ども・若者に起こっている様々な問題についての基礎的な知識と情報を得る

ことができ、より一層の情報共有と問題意識の醸成が図られた。 

・ 県内各市町村や国の関連支援機関（家庭裁判所等）、NPO 等民間団体にもユースアドバ

イザー養成講習会や定例会への参加を幅広く呼びかけ、参加してもらったことで、県内に

おける子ども・若者の支援に携わる人材の育成と問題意識の共有が図られた。 

・ 定例会議において、様々な事例を検討していく中で、子ども・若者支援における県内の

現状や、今後検討していくべき問題などが明らかになり、問題意識の共有を図るとともに、

今後の方針を決定する上での参考となった。 

 

（２）人材育成に関する成果 

ア．ユースアドバイザー養成に関する成果 

・ 県機関だけでなく、市町村の青少年行政主管課の職員や国の相談機関、NPO等民間支援

団体の職員など様々な方に参加してもらったことで、お互いの体験を共有する貴重な機会

となり、研修を通じて子ども・若者支援の必要性についての認識を共有できた。 

・ それぞれの専門分野だけでなく、子ども・若者の問題に広く知識を持って相談にあたる

ことのできる人材を養成することができた。 

・ 市町村職員の方たちに対して、内閣府職員の方の講義など、地域において今後子ども・

若者支援施策を推進する上での貴重な勉強の機会を提供することができた。 

 

図表 8 ユースアドバイザー養成講習会の理解度・満足度 

（とても満足５、満足４、普通３、不満足２、とても不満足１） 

4.00

4.01

4.09

0 1 2 3 4 5

総合満足度

内容の専門性の程度

内容のわかりやすさ
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図表 9 ユースアドバイザー養成講習会受講前後の知識・スキルの変化 

講習内容 受講後 受講前
受講後に
伸びた割
合

1 ユースアドバイザーの役割や若者支援ネットワーク構想の経緯を理解している 4.44 3.11 1.33

6 支援者の実態を理解している 3.69 3.22 0.47

若者をめぐる状況と自立支援の現状 11 若者の自立支援の現状について理解している 4.25 3.57 0.68

労働環境について（職業紹介も含む）、就労支
援について

13 不就労・早期離職を含めた雇用・就労をめぐる全般的な現状について理解している 4.31 3.59 0.72

15 不登校、高校中退について、その特徴と対応の在り方について理解している 3.94 3.75 0.19

16 若者のひきこもりについて、その特徴と対応の在り方について理解している 4.13 3.77 0.35

若者のメンタルヘルスについて（知的障害、発
達障害、精神障害を含む）

17 知的障害、発達障害について、その特徴と対応の在り方について理解している 3.75 3.58 0.17

若者の非行、犯罪について、少年司法の仕組
について

19 非行、犯罪について、その特徴と対応の在り方について理解している 3.69 3.14 0.55

公的扶助、障害者福祉の仕組み 23 公的扶助の仕組みを理解し、支援する際に活用できる 4.06 3.34 0.72

ネットワークの構築と個人情報保護について 31 若者支援ネットワークに望まれる特性について、その意義を理解している 4.19 3.56 0.63

ケース検討会のあり方 36 ケース検討会、担当者レベルでの会合の進め方について理解している 4.06 3.14 0.92

「動機付け面接」など効果的な面接方法の実習 39 グループワーク（グループを用いた支援）の意義やその概要を理解している 4.50 3.56 0.94

アウトリーチ（訪問支援）について 44 アウトリーチ（訪問支援）の目的や概要を理解している 4.38 3.44 0.93

制度の内容及び業務の内容

不登校、高校中退について、若者のひきこもり
について

チェック項目

 

 

イ．調整機関の業務を担う人材の養成に関する成果 

・ ユースアドバイザー養成講習会への参加を通じて、今後調整機関を担う上で必要な、ほ

かの県機関や民間支援団体とのつながりができた。 

 

４．今後の課題 

（１）協議会設置・運営に向けた課題 

・ 平成 22年度は、主に県庁内における合意形成に向け、地方企画委員会などにおいて協議

を進めてきた。今後は、国の機関や民間の支援団体、さらには県内の市町村など、より幅

広い機関との連携を進めていくことが必要だと考えている。民間を含めた様々な機関が参

加することが、より実効性のある協議会とするために不可欠であるが、いかに多様な機関

と関係を作っていくか、そうした団体についての情報をどのように収集するかといったこ

とが、今後の協議会設置に向けての課題である。 

・ なお、協議会を設置する際には、青少年行政主管課として県民生活課が調整機関となる

予定であるが、調整機関である県民生活課が直接支援のための施策を検討・実施できる部

分は少ないことが想定されるため、協議会における議論を、いかに実際の支援の充実に結

び付けていけるかということが課題となると考えられる。 

 

（２）人材育成に関する課題 

・ 今後、困難を有する子ども・若者の問題に対する理解が進むにつれ、問題が顕在化し、

支援を求められるケースが増えていくものと考えられる。 

・ そのため、既に各支援機関において業務に当たっている職員の能力向上を図ることはも

ちろん、民生委員・児童委員、一般のボランティアと連携したり、子ども・若者支援に直

接は関連しないような機関とも連携を進めたりといったことで、支援に当たる方達の過剰

な負担となることなく、支援を提供できる体制を作っていくことが必要であると考えてい

る。 

・ なお、人材の育成という面では、支援に当たる方達に対して、充分な活躍の場と、長期

にわたって安心して業務に集中できるだけの待遇があることが重要であると考える。 

 


